
BRITA fill & go Activeとは･･･
安心と信頼のドイツで生まれた、
ボトル型浄水器です。
飲みながら水をろ過するテクノロ
ジーで水道水があればどこでも
BRITAの水を楽しめます。

ジムや公園などにお出かけのとき
はもちろん、オフィスでの水分補
給など手軽にろ過したての水で一
息いれませんか？

今回、互助会会員様限定特別価格
で斡旋します。
2,678円→1,000円
(カートリッジ2個付き）
会員お1人様につき1個購入可。
限定販売：100個

お色はブルーとピンクの2色展開
です。何もご指定がない場合は、
ブルーとなりますので、予めご了
承ください。

■申込方法：「共通斡旋申込書」
に必要事項をご記入のうえ、8月
20日(火)午後5時までにファック
スでお申込みください。

抽選となり、残念ながら外れた方
には8月21日(水)午前中にご連絡
いたします。何も連絡がない場合
はご購入いただけます。
互助会だより9月号配布時に商品
をお持ちいたしますので、おつり
のないようご準備ください。

企画・販売：㈱ユニオンサービス

互助会だより
編集・発行：彦根地域勤労者互助会

令和元年 8/1

保冷保温効果はございません。カートリッジの追加は、各自お買い
求めくださいますようお願いいたします。

仕様



互助会だより 令和元年 8/1

お待たせしました(^^) 今年も･･･もちろん
やります！「まるごとスペシャル」♪                       
お申込み会員様に、抽選で1,000円割引券を
発行します。                    
例えば･･･1,100円の商品が、割引券利用で
→たったの100円で買えるんです！                
これはとってもお・ト・ク☆☆☆                                                                 
ご利用期間は10月～11月の2ヶ月！どうぞお忘れなくお申込みくださいね。               
お財布に「割引券」と「会員証」を入れて、お好きなお店へ行ってらっしゃ～い♪

実施要項
■対  象  会員1名様につき、1枚のお申込みができます。
       (令和元年8月1日現在、互助会員様であることが条件です。)
■有効期間  令和元年10月1日(火)～11月30日(土)   
■利用方法  会員様が有効期間中に参加店で、会計時に「割引券」と「会員証」を提出されますと、
       1,000円割引となります。(おつりは出ません。)
■募集枚数  1,500枚限定(枚数オーバーの場合は抽選)
■申込方法  「共通斡旋申込書」に必要事項をご記入のうえ、令和元年8月23日(金)午後5時までに
       ファックスでお申込みください。
       抽選となり、残念ながら外れた方には、8月26日(月)午前中にご連絡いたします。
       何も連絡がない場合は、ご用意できます。お届けは、互助会だより10月号配布時です。       

       このマークが入っている参加店は、互助会会員証提示で割引があります。  

多賀株式会社

犬上郡多賀町中川原102

☎(0749)48-0134

営業時間 9:00～17:00

定休日 土・日・祝

オススメ商品は多賀秋の詩
地元の農家さんとともに造った純米酒です

古川日登堂

彦根市中央町6-22

☎(0749)22-0037

営業時間 9:00～19:00  定休日 火曜日

会員証提示 5％割引

季節の和菓子を製造販売しております
ぜひご賞味ください

創作菓匠 なか里

彦根市竹ヶ鼻町43-2               
ビバシティ彦根内1F

☎(0749)24-7033

営業時間 10:00～21:00 定休日 10/16(火)

会員証提示

1,000円以上2,000円未満５％割引

2,000円以上10％割引                        
(特売品除く・他割引券併用不可)
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龍鱗本店

彦根市旭町9-11石原ビル5F

☎(0749)24－3570  

定休日 火曜日

営業時間 11:00～15:00  17:00～23:00

会員証提示 お会計5％OFF

中華の職人が創りだす                      
本格中華を趣きある店内で

ベビーフェイスプラネッツ彦根店

彦根市長曽根南町478

☎(0749)21－3570

営業時間 11:00～24:00

定休日 不定休

会員証提示 お会計5％OFF

バリの雰囲気をリゾート気分で楽しめる  
本格カフェ＆レストラン！！

さざなみ酒店

彦根市佐和町10-4 ☎(0749)22-1201

営業時間 9:00～20:00  

定休日 水曜日

今話題のクラフトビールやこだわりのお酒を

取りそろえてご来店をおまちしてます

ラ・パテスリージュジュ

彦根市長曽根南町548

アシストビル1F

☎(0749)26-8100 定休日 水曜日

営業時間 10:00～20:00

会員証提示 お会計5％OFF

株式会社酒蔵ひのや

彦根市清崎町241-9

☎(0749)25-3363

営業時間 10:00～20:00

定休日 火曜日

あゆの店きむら本店

彦根市後三条町725  ☎(0749)22-1775

営業時間 9:00～18:30

定休日 火曜日

母なる湖が育むその恵みを

丹精込めてつくっております

あゆの店きむら京橋店

彦根市本町2-1-5  ☎(0749)24-1157

営業時間 10:00～17:30

定休日 火曜日

母なる湖が育むその恵み、小あゆ煮をはじめ

とりどりにそろえております

サブウェイビバシティ彦根店

彦根市竹ヶ鼻町43-2

☎(0749)27-6150 定休日 不定休

営業時間 10:00～20:00

会員証提示 ポテトＳサイズ

     会員証1枚につき1個プレゼント

     (令和元年10月～11月限定）

湖東三山館あいしょう

愛知郡愛荘町松尾寺1395-1

☎(0749)37-2333 営業時間 9:00～18:00

定休日 火曜日(当日が祝日の場合翌日/11月無休）

「湖東三山館あいしょう」は、湖東三山SICと

国道307号の接点に位置、観光案内、地域産品
の販売、飲食物を提供しています

バッカスアイム店

犬上郡甲良町在士65

☎(0749)38-2093

営業時間 9:00～19:30

定休日 なし

焼酎等種類豊富                        
セレクト商品の中にはお値打商品も！！

一休庵西明寺前本店

犬上郡甲良町池寺1-5

☎(0749)38-3848

営業時間 11:00～16:00  定休日 なし

会員証提示 食事代金の10％割引(5名以上対象外)

毎日手作り豆腐をお作りしております
そば打ち体験やっております(要予約）

うなぎひつまぶし炭櫓近江八幡店

近江八幡市音羽町26
☎(0748)31-3325

営業時間 11:00～15:00 17:00～22:00

定休日 なし

会員証提示 食事代金の10％割引(5名以上対象外)

本場名古屋のひつまぶしが近江八幡でお召し
上がり頂けます

カルビ屋大福野洲店

野洲市市三宅2305
☎(077)518-0002  定休日 なし

営業時間 平日17:00～24:00

     土・日・祝11:00～24:00      

会員証提示 食事代金の10％割引(5名以上対象外)

カルビ・ホルモンを始め、尾崎牛もお楽しみ
いただけます

カルビ屋大福八日市店

東近江市東中野町303
☎(0748)20-1717  定休日 なし

営業時間 平日17:00～24:00

     日祝11:00～23:00

     土曜11:00～24:00            

会員証提示 食事代金の10％割引(5名以上対象外)

美味しい笑顔、楽しい会話

みんなに大きな福が来ますように

ル・セルポワヴル

彦根市松原町3428-5

☎(0749)26-0770 定休日 月曜日

営業時間 11:30～15:00 17:30～21:00

会員証提示

ウーロン茶・オレンジジュース1杯サービス

おいしいパン包みスープのお店 すべて手作

りでお客様に満足いただけるお料理をお出し
します
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カレーダイニング Ａｓｉａｎ

愛知郡愛荘町安孫子700-1

☎(0749)37-4001 定休日 不定休

営業時間 水～日11:30～20:30              
月・火11:30～14:30

会員証提示 全品１０％OFF

当店のカレーはタマネギをアメ状になるまで

炒めて、自然な甘みが口に広がるカレーです

一圓テクノス株式会社 出光南彦根給油所

彦根高宮町1320

☎(0749)22-0271 定休日 年中無休

営業時間 7:00～22:00

水曜日はレディースデイ開催

金曜日はセルフ洗車機利用半額日

ＥＭショップ村川

彦根市河原2丁目4-9

☎(0749)26-0386

営業時間 8:00～19:00

定休日 日曜日

体にやさしい自然食品 ＥＭの商品、無農薬
のお茶など販売しています

有限会社 太田書店

彦根市銀座町6-6

☎(0749)22-0748

営業時間 9:00～18:45

定休日 日曜日は午前中休み

店頭に無い本は注文で対応させて頂きます

天晨堂ビバシティブックセンター

彦根市竹ヶ鼻町43－2 ビバシティ彦根内1F

☎(0749)24-2118

営業時間 10:00～21:00

定休日 不定休

本を贈りませんか 幅広い商品を取り揃え
ご来店お待ちしております

彦根ビバシティシネマ売店

彦根市竹ヶ鼻町43－2ビバシティ彦根内3F

☎(0749)26-1002

営業時間 10:00～24:00  定休日 なし

新作の映画をお届けし、プライベートタイム

を盛り上げる映像エンターテイメントゾーン
です

家庭料理 花

彦根市本町1丁目11－23

井上ビル2F ☎(0749)27-0112

定休日 月曜日  営業時間 11:30～14:30

会員証提示

プチデザート or シフォンケーキ1カット

プレゼント

限定10食の日替花弁当は600円(税別)と
リーズナブルです
(その他メニュー多数用意しております)

近江肉せんなり亭伽羅

彦根市本町2-1-7  ☎(0749)21-2789

営業時間 11:30～14:30 17:00～22:00

定休日 火曜日

「おいしいとうれしいをお土産に」

従業員一同心よりお待ちしております

麺匠ちゃかぽん

彦根市本町2-2-2  ☎(0749)27-2941

営業時間 11:00～15:00

定休日 火曜日・第2・4月曜日

近江牛がお得に味わえる二代目赤鬼うどんが

おすすめです

せんなり亭近江肉橙

長浜市元浜町11-32 ☎(0749)62-0329

営業時間 11:00～14:30 17:30～22:00

定休日 火曜日

装いを一新した趣きある古民家屋でこだわり

の近江牛をお楽しみください

千成亭平田店

彦根市平田町808
☎(0749)24-2901

営業時間 9:30～19:00

定休日 火曜日

お肉のギフト、日替りお惣菜等何でも
ご用意しております

千成亭八幡堀店(1F販売店 2F飲食店）

近江八幡市大杉町12
☎(0748)43-1129 定休日 火曜日

営業時間 1F 10:00～17:00

     2F 11:00∼15:00     

1F 近江牛のにぎり寿し、串ステーキ・

  コロッケが大人気です
2F レトロな和モダンの店内で、ゆっくり
  近江牛を味わっていただけます

千成亭夢京橋店

彦根市本町1-1-26(1F)
☎(0749)22-1808  定休日 水曜日

営業時間 9:30～18:00            

こだわりの近江牛を、ご自宅に
大切な方へのギフトに

せんなり亭心華房

彦根市本町1-1-26(2F) ☎(0749)47-3133

営業時間 11:30～14:30 17:00～22:00

定休日 水曜日

鉄板焼きのライブ感と共に、音や香り、五感

の全てで贅沢に焼き上げられるこだわりの
近江牛をお楽しみください

千成亭別館華見

彦根市河原2-2-25

☎(0749)26-4129 定休日 水曜日

営業時間 11:30～14:30 17:00～22:00

           

お庭が見える個室で、静かにゆっくりと

近江牛料理をお楽しみください
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近江肉処せんなり亭二九食や

彦根市本町1-7-32  ☎(0749)26-2989

営業時間 11:00～14:30 17:00～22:00

定休日 水曜日

こだわりの近江牛をお値打ちの価格にて

ご用意し、お待ちしております

近江牛レストラン千成亭

彦根市戸賀町120-4

☎(0749)24-6129 定休日 水曜日

営業時間 11:00～14:30 17:00～22:00
           

近江牛の味わいに人間味をのせて・・・
レストラン千成亭ならではのおもてなしで
ごゆっくりとお楽しみください

いと重菓舗本店

彦根市本町一丁目3－37

☎(0749)22-6003 定休日 火曜日

営業時間 8:30～18:00
           

今年創業210年を迎えました
代表銘菓「埋れ木」をはじめ、季節の御菓子
を揃えてご来店をお待ちしております

いと重菓舗駅前通り店

彦根市佐和町3-15

☎(0749)26-7282 定休日 火曜日

営業時間 9:30～17:30
           

今年創業210年を迎えました
代表銘菓「埋れ木」をはじめ、季節の御菓子
を揃えてご来店をお待ちしております

いと重菓舗ギャラリー店

彦根市本町1-7-41

☎(0749)22-6005 定休日 火曜日

営業時間 10:00～17:30
           

今年創業210年を迎えました
代表銘菓「埋れ木」をはじめ、季節の御菓子
を揃えてご来店をお待ちしております

Café du ＭＢＦ

米原市米原661-1

☎(0749)52-5330 定休日 水曜日

営業時間 8:00～22:00

           

手づくりケーキ・焼きたてパンが楽しめる

イタリアン古民家カフェ

有限会社藤塚時計店
彦根市中央町5-27
☎(0749)22-2538
営業時間 9:30～19:00  定休日 木曜日

会員証提示 腕時計20～30％割引 電池交
換、時計バンド半額 貴金属・結婚指輪・婚
約リング・パールネックレス・その他20～
30％割引 貴金属リフォーム割引等

婚約指輪、結婚指輪、真珠ネックレス、腕時
計、掛時計、置時計等取り揃えております
お気軽にご相談くださいませ

香凛舎

愛知郡愛荘町愛知川40-7

☎(0749)42-6263

営業時間 11:00～19:00 予約で21:00

定休日 不定休

株式会社フレーバー銀座店

彦根市銀座町4-19  

☎(0749)22-2800

営業時間 11:00～20:00

定休日 月曜日

会員証提示 ビジネスランチ以外ご注文の方
に飲み物(コーヒー、紅茶、ジュース等)デミ
にてサービス

株式会社フレーバー会議所店

彦根市中央町3-8  

☎(0749)24-4567

営業時間 11:00～16:00(土曜日14:00まで)

定休日 カレンダー通り

会員証提示 ビジネスランチ以外ご注文の方
に飲み物(コーヒー、紅茶、ジュース等)デミ
にてサービス

WORKOUT GYM TREASURE

（トレーニングジム）

彦根市高宮町1335-2  ☎(0749)47-3536

営業時間 平日15:00～22:00

     土曜・祝日 12:00～20:00

定休日 日曜日

充実のフリーウエイト設備！

理想的な体を目指しココロもリフレッシュ！

コーヒーカンタータ

彦根市大藪町2490  ☎(0749)24-9004

営業時間 8:00～20:00  

定休日 月曜日(祝祭日は営業・翌日休業)

自家焙煎の珈琲豆を、

ていねいにネルドリップで淹れます 珈琲豆

の持ち帰りは100g単位でご用意しております

ひこね市文化プラザ

（㈱ケイミックスパブリックビジネス）

彦根市野瀬町187-4

☎(0749)26-8601  定休日 月曜日

営業時間 9:00～17:00
           

ひこね市文化プラザの主催事業のチケット代
としてご利用いただけます

(ご購入は文化プラザ窓口のみとなります)



互助会だより 令和元年 8/1

会員様からお問い合わせが多い、『ユニバーサル・スタジオ・
ジャパン スタジオ・パス』予約クーポン券。                   
昨年に引き続き、今年も張り切って割引斡旋いたします♪                  
会員様は2,000円割引・登録同居家族様は1,000円割引で     
とってもお・ト・ク！                         
例えば4人家族(会員1名+登録同居家族3名)なら･･･                     
合計な・な・なんと･･･5,000円割引!!!                                             

行楽シーズンの秋。お好きな日をお選びいただき、どうぞお出掛けください。

お申し込みの前に･･･必ず下記をご確認ください！
＊＊＊この企画はツアーではなく、予約クーポン券の斡旋です。(現金引換)                    
＊＊＊以前実施したJRとのセット券ではございません。                          
＊＊＊ご利用当日、チケットブースへお並びいただき、予約クーポン券を提出して、スタジオ・ 
パスと交換してください。                                   
＊＊＊お申し込み後のキャンセル・日程変更は一切受付されません。買取となります。

■期間：令和元年10月1日(金)～11月30日(土)の中から第1希望日・第2希望日を選択

■料金：下記料金から会員2,000円割引・登録同居家族1,000円割引となります。
    ＊登録同居家族とは･･･会員と同居の親・配偶者・22歳以下の子  

■定員：100名(定員オーバーの場合は抽選)

■申込：「共通斡旋申込書」に第1希望日・第2希望日を明記のうえ、必要事項をご記入いただき、
    8月23日(金)午後5時までにファックスでお申し込みください。
    抽選となり、残念ながら外れた方には、8月26日(月)午前中にご連絡いたします。
    何も連絡がない場合は、ご用意できます。互助会だより9月号配布時にお届けいたします
    ので、おつりのないようご準備をお願いいたします。   
    

10月平日  大人(12歳以上)8,200円 子ども(4歳∼11歳)5,600円 シニア(65歳以上)7,400円
10月土日祝 大人(12歳以上)8,900円 子ども(4歳∼11歳)6,100円 シニア(65歳以上)8,000円
11月1日・11月8日∼29日
      大人(12歳以上)8,200円 子ども(4歳∼11歳)5,600円 シニア(65歳以上)7,400円
11月2日∼4日・30日
     大人(12歳以上)8,900円 子ども(4歳∼11歳)6,100円 シニア(65歳以上)8,000円
11月5日・6日・7日
     大人(12歳以上)7,400円 子ども(4歳∼11歳)5,100円 シニア(65歳以上)6,700円



補助額 大人500円 小人400円 幼児300円(会員・登録同居家族のみ) お買い物利用不可
＊専用利用補助券が必要です。会員証提示での割引はありませんので、ご注意ください。
＊天候により開園時期が多少変更になることがあります。必ず事前に各園へお問い合わせください。
＊期間中、1か所のみの補助となります。ご希望の果樹園を明記し、「共通斡旋申込書」にその他必要事項を

ご記入のうえ、8月23日(金)午後5時までにファックスでお申込みください。お届けは互助会だより9月号
配布時です。

果 樹 園 名 樹 種 開園期間 開園時間 補助券利用時の入園料

アグリパーク竜王観光果樹園

蒲生郡竜王町山之上6526

TEL 0748-57-1311

ぶどう

梨

８月上旬～

１２月上旬  

9:00～17:00

(受付16:00

まで）

大人(中学生以上)  ぶどう８００円

          梨 ７００円  

小人(小学生)       ６００円

幼児(３歳以上)       ４００円

柿

大人(中学生以上)           ５００円

小人(小学生)           ４００円

幼児(３歳以上)          ２００円

今荘観光ぶどう園

長浜市今荘町1418

TEL 0749-74-1322

ぶどう
８月上旬～

     ９月下旬

9:00～17:00

(受付16:00

まで

大人(中学生以上)       ７００円

小人(小学生)           ５００円

幼児(３歳以上)         ３００円

マキノピックランド

高島市マキノ町寺久保835-1

TEL 0740-27-1811

ブルーベリー

ぶどう〔品種：

ヒムロッド・

シードレス〕

ぶどう〔品種：

ヒムロッド他〕

６月下旬～

９月上旬

８月上旬～

８月中旬

８月中旬～

９月中旬

  

9:00～16:00

大人(中学生以上)          ７００円

小人(小学生)           ４００円

幼児（３歳以上）         ２００円

大人(中学生以上)           7００円

小人(小学生)           ４００円

幼児（３歳以上）         ２００円

大人(中学生以上)    １，1００円

小人(小学生)            ８００円

幼児（３歳以上）         ５００円

く り
９月中旬～

１０月中旬  

大人(中学生以上)    １，１００円

小人(小学生)          ４００円

互助会だより 令和元年 8/1



申込締切日：令和元年8月23日(金)午後5時
■「共通斡旋申込書」に必要事項をご記入のうえ、ファックスでお申し込みください。
■お申し込み後のキャンセルはできません。
■会員・登録同居家族以外はご利用いただけません。(登録同居家族とは、会員と同居の親・配偶者・22歳以下の子)
■座席番号を指定してのお申し込みはできません。(文化施設による指定)
■締切日までに完売または会館の都合により、ご用意できない場合がありますので、予めご了承ください。
■チケットのお申し込みが多数の場合は、抽選となります。

残念ながら外れた方には、8月26日(月)午前中にご連絡いたします。何も連絡がない場合は、
ご用意できます。お届けは、原則互助会だより9月号配布時となりますので、おつりのないよう
ご準備ください。お届けが遅れる際は、別途ご連絡いたします。

栗東芸術文化会館さきら

令和元年10月12日(土)15:00開演 15枚限定        
【全席指定/一般】高校生以下もあり 

会員1,600円/家族1,800円/一般2,000円

輝＆輝(KIKI)津軽三味線コンサート

ひこね市文化プラザ

令和元年11月3日(土)14:00開演
【全席指定】

会員960円/家族1,080円/一般1,200円

ひこね市民大学特別講座
夏井いつき「句会ライブ」

栗東芸術文化会館さきら

令和元年11月16日(日)14:00開演 15枚限定
【全席指定】学生もあり

会員2,400円/家族2,700円/一般3,000円

さきら寄席 南光・南天二人会

安土文芸セミナリヨ
冨田一樹パイプオルガンリサイタル

～バッハへの道のり～

令和元年10月26日(土)14:00開演
【全席指定/一般】高校生以下もあり

会員1,760円/家族1,980円/一般2,200円

互助会だより 令和元年 8/1

彦根城

令和元年9月7日(土)16:30開演 50枚限定
【全席指定/Ａ席(正面席】Ｂ席もあり

会員4,500円/家族5,000円/一般5,500円

第53回彦根城能

作品募集要項等が互助会事務局にあります。
ご希望の方は、TEL 27－6787までお電話ください。
互助会だより9月号配布時にお届けいたします。

ひこね市文化プラザ

令和元年10月13日(日)14:00開演
【全席当日座席指定】

会員2,400円/家族2,700円/一般3,000円

落語deメンタルヘルス                  
～ひろげよう！優しい気持ち 思いやり～



区分 一般料金 斡旋価格 取扱い

大人 １，８００円 １，３００円 常時販売

小人 １，０００円 ８００円 常時販売

区分 一般料金 斡旋価格 申込締切日

大人 １，８００円 １，３００円 8月23日(金)
午後5時

区分 一般料金 斡旋価格 申込締切日

大人 １，８００円 １，４００円 8月23日(金)  
午後5時

小人 １，０００円 ８００円 8月23日(金)  
午後5時

映画観賞券は、必要枚数ご購入ＯＫです！(現金引換)

■「共通斡旋申込書」に必要事項をご記入のうえ、
ファックスでお申し込みください。
彦根ビバシティシネマは、互助会に在庫があります
ので、常時販売しております。事務局へお越しの際
は、まずお電話いただき、おつりのないようご準備
をお願いいたします。イオンシネマ・アレックスシ
ネマは、在庫がありません。毎月申込締切後にまと
めて発注し、取り寄せます。チケットは翌月「互助
会だより」配布の際、お届けさせていただきます。
おつりのないようご準備をお願いいたします。

互助会だより 令和元年 8/1

夏／遊園地入園＋サファリ+プール 冬／遊園地入園＋サファリ＋アイススケート
(有効期限：令和２年3月31日)

おとな(中学生以上)   3,500円→2,600円  
子ども(小学生)      2,000円→1,500円
幼児(3歳以上)   1,200円→ 900円  
(遊園地内アトラクションの利用料金は含まれていません。)

■申込 「共通斡旋申込書」に必要事項をご記入のうえ、8月23日(金)午後5時まで
    にファックスでお申込みください。なお、チケットは買い取り方式となりますので、ご注意ください
    ますようお願いいたします。
    お届けは、互助会だより9月号配布時です。おつりのないようご準備ください。

■有効期限 ～2019年11月24日(日)
営業時間・料金は時期により異なります。詳細は
びわ湖バレイホームページをご確認ください。

■ロープウェイ往復料金(1枚で5名様まで利用可)
大人     通常料金から300円引き
小学生    通常料金から100円引き
幼児(3歳以上)  通常料金から100円引き

■駐車場
平日1,000円 土日祝2,000円

■申込方法 「共通斡旋申込書」に必要事項をご記
      入のうえ、8月23日(金)午後5時までに
      ファックスでお申込みください。
      お届けは、互助会だより9月号配布時
      です。



互助会だより 令和元年 8/1

この度、全福センターは「コンビ」と法人割引契約を締結しました。

コンビショップはコンビの全アイテムをご紹介している公式オンラインショップです。コンビショップ限定のおトク
なセットも各種ご用意しておりますので、ご家族・お友達・同僚の方へのプレゼント用にもご利用いただけます。
運用開始日 令和元年8月1日(木)
利用対象者 全福センター会員様および二親等以内のご家族様
会員特典  商品価格に応じて、会員限定割引クーポン利用可

利用方法  全福センターホームページにある専用WEBサイトからご購入、決済いただきます。
      ①クーポン掲載ページにて専用クーポンを確認
      ②クーポン掲載ページにあるリンクからコンビショップへ(新規でページが開きます)
      ③商品を選んでカートへ入れる⇒決済画面へ
      ④決裁画面STEP１「買い物かごの中身」で選んだ商品を確認
      ⑤決裁画面STEP２「ご注文方法の指定」で購入金額に合わせてクーポン番号を「発行No」欄に入力
      ⑥決裁画面STEP3「ご注文内容の確認」でクーポン金額分が割引されていることを確認
       ⇒STEP4「ご注文完了」へ
送料    商品代3,000円(税抜)以上無料
支払い方法 クレジットカード、代金引換払い(別途手数料かかります）、コンビニエンスストア前払い、ケータイ
      請求書払い、楽天ペイからお選びいただけます。
契約記念キャンペーン･･･さらにおトクとなる期間限定キャンペーンを実施します。
      期間：令和元年8月1日(木)～10月31日(木) 内容：特別割引クーポンの提供
      32,400円(税込)以上のお買い物で4,500円のクーポン(通常は3,000円)
      54,000円(税込)以上のお買い物で7,500円のクーポン(通常は5,000円)
その他   コンビショップご利用にあたり、【会員登録をして購入】【会員登録をせずに購入】が選択できます。
      会員登録を行った際のメリット
      ①お買い物金額に合わせてポイント付与
      ②会員様限定価格商品を購入いただけます
      ③お買い得情報などをメルマガでお知らせ

商品価格(税抜) 対応クーポン券(割引)

5,000円～9,999円 500円

10,000円～29,999円 1,000円

30,000円～49,999円 3,000円

50,000円～69,999円 5,000円

70,000円～99,999円 7,000円

100,000円以上 10,000円

全福センターホームページでは、
以下をご入力ください。

    ログインID  kk
    パスワード  zenpuku
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皆様、お元気でお過ごしですか？
今月号は「まるごとスペシャル」のご案内がたっぷり
ですよ♪1,000円引きでお買い物ができるシンプルな
この企画。昨年は914枚のご利用がありました。
日頃、互助会事業をご利用されていない会員様は、
まずこちらからお申込みされてみてはいかがですか？
是非、互助会のメリットをお受け取りくださいね。
暑い毎日が続きます。どうぞお体を大切にお過ごし
ください。それではまた来月(^^)/

〒522-0074
滋賀県彦根市大東町４－２８

  彦根勤労福祉会館内１階
     

彦根地域勤労者互助会

TEL (0749)27－6787
FAX (0749)27－6802
mail info@joyful-hikone.jp       
HP  http://www.joyful-hikone.jp

令和元年7月31日現在
事業所数  373
会員数  3,372

月々               円の会費で

会員と同居のご家族の方を対象に
多彩なメニューをご用意しています！
あなたの『お気に入り』を見つけて
互助会ライフをお楽しみください♪

「かんぽの宿彦根」日帰り入浴について
8月10日～14日は

会員証提示での割引対象外となります。
先月配布の「楽しいがいっぱい。」(6ページ)
の訂正をお願いいたします。

互助会だより 令和元年 8/1

ＮＰＯ芹川様は、美しい芹川を後世に伝えるため、毎月第1日曜日に清掃を行っておられま
す。互助会では、10月6日(日)にご一緒させていただくことになりました。
芹川沿いを散歩しながら･･･どうぞお気軽にご参加くださいね。

■実施日  令和元年10月6日(日）7:00～8:00(雨天中止)
■集合場所 芹川中薮橋南詰め(無料駐車場ございます。参加者様には地図をお渡しします。）
■注意点  汚れてもよい服装でお越しください。(ゴミ袋・軍手等は用意します。)
■申 込  「共通斡旋申込書」に必要事項をご記入のうえ、8月23日(金)午後5時までにファックスで
      お申込みください。

■ＮＰＯ芹川「毎月清掃ボランティア」今後の予定
      11月3日(日)8:00∼(中芹橋南詰め)、12月1日(日)8:00∼(後三条橋南詰め)
      こちらは申込不要です。ご都合のつく方は、各自ご参加くださいますようお願いいたします。


